
・発売日別（予定含む）新機種における、一覧となっております。（納品日、及びスペックの詳細は必ず、御社ご担当者まで、ご確認下さい。）

　（一部未確認、また内容に誤りがある場合もございます。詳細はメーカー等にご確認下さい。変更があった場合、随時変更の予定です。）

【2022年　３月】　機種一覧表 2022　年 2 月 20 日

※ 詳細等に、誤り等がある場合、ご指摘メールは、info@tkc-g.jp までご連絡ください。 【2022年　３月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（03月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 ＆ 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

6日 オッケー． Ｐぱちんこキン肉マンＭ７ 1種2種混合 無 319.6 1.00 0 回 　1＆1＆9 初回=60.0% 3 330 【ヘソ】    <時短>3R=60.0% （時短=100回）

15,000 ～火事場ゴールドＶｅｒ． 100 回 ＆1＆1＆11 継続=92.5% 9 990 　　　　　　<通常>3R=20.0% （時短=無【CZ29回】）・3R=20.0% （時短=無）

消化後 799 回 ※ヘソ=1個 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=67.5% （時短=100回） ・9R=25.0% （時短=100回）

時短数 100 回 　　　　　　<通常>【CZ29回】3R=1.0% （時短=無）

　　　　　　<通常>【CZ10回】3R=6.5% （時短=無）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 【ＣＺ中】 <時短>3R=80.0% （時短=100回） ・【CZ29】3R=20.0% （時短=無）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/1.0

Ｐぱちんこキン肉マン３　Ｍ２１ 1種2種混合 無 229.9 1.00 0 回 　3＆1＆4＆5 初回=51.0% 3 360 【ヘソ】    <時短>3R=51.0% （時短=100回）

～友情シルバーＶｅｒ． 100 回 ＆1＆1＆12 継続=80.0% 10 1,200 　　　　　　<通常>3R=24.0% （時短=無【CZ29回】）・3R=25.0% （時短=無）

消化後 599 回 ※ヘソ=3個 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=3.0% （時短=100回） ・10R=77.0% （時短=100回）

時短数 100 回 　　　　　　<通常>【CZ29回】3R=14.0% （時短=無）

　　　　　　<通常>【CZ10回】3R=6.0% （時短=無）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 【ＣＺ中】 <時短>3R=76.0% （時短=100回） ・【CZ29】3R=24.0% （時短=無）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/1.0

三洋物産 Ｐストライクウィッチーズ２ 1種2種混合 無 229.1 6.5 1 回 　3＆1＆4 初回=100.0% 3 330 【ヘソ】    <時短>3R=96.0% （時短=1+4回）

10,000 ＨＣＬ　 10 回 ＆1＆11＆11 継続=100.0% 10 1,100 　　　　　　<時短>3R=4.0% （時短=254+4回）

254 回 ※ヘソ=3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=80.0% （時短=10+4回）

　●遊タイム＝非搭載 突入=58.3% 　　　　　　<時短>10R=20.0% （時短=10+4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=90.3% ※電チュー「保留４個」により、時短回数は実質「+4回」

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/6.7

ソフィア ＰハイスクールＤ×Ｄ　真紅 1種2種混合 無 199.8 14.63 4 回 　1＆1＆6 初回=100.0% 3 330 【ヘソ】    <時短>3R=100.0% （時短=4+4回）（※ｃ時短中は30回+4回）

4,000 ＭＣ　 ｃ時短 30 回 ＆1＆1＆11 継続=100.0% 6 660 ＜※通常時【ｃ時短】（CZ）当選＞

※ヘソ=1個 <実質> 9 990 　　　・20回=50.0%　・30回=45.0%　・50回=5.0%

　●遊タイム＝非搭載 突入=56% 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=75.0% ・6R=10.0% ・9R=15.0% （※時短=30回+4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=91% ※電チュー「保留４個」により、時短回数は実質「+4回」

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/15.79

銀　座 Ｐ真北斗無双３ ジャギの逆襲 1種2種混合 無 199.8 2.86 0 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>2R=100.0% （時短=1+0回）

10,000 ＧＥＥ　 1 回 ＆1＆15 継続=81.0% 10 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=81.0% （時短=255+0回）

255 回 ※ヘソ=1個 <実質> 　　　　　　<通常>10R=19.0% （時短=無し）

　●遊タイム＝非搭載 突入=35.0% ※電チュー「残保留＝０回」。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=81.0%

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝０個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/2.90
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・RUSH終了時に突入する。

・CZ時のRUSH突入率=「51%⇒76%」



※ 詳細等に、誤り等がある場合、ご指摘メールは、info@tkc-g.jp までご連絡ください。 【2022年　３月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（03月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 ＆ 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

6日 高　尾 Ｐ弾球黙示録カイジ５　Ｎ２Ａ 1種2種混合 無 159.8 4.9 128 回 　2＆1＆5＆4 初回=51.5% 上 2 200 【ヘソ】    <時短>4R=50.5% （時短=128回） ・2R=1.0% （時短=128回）

1,500 （電撃チャージ和也ver.）　 時短中潜伏 0 回 1＆10＆10 継続=76.3% 上 4 400 　　　　　　<通常>2R=38.5% （ｻﾎﾟ無し時短・潜伏）（※ｃ時短抽選あり）

ｃ時短 ※ヘソ=2個 <実質> 下 4 400 　　　　　　<通常>2R=10.0% （時短無し・ガセ）（※ｃ時短抽選なし）

※下ＡＴ=10個 突入=約69% 下 10 1,000 【電ﾁｭｰ】 <時短>2R=0.5% （時短=128回） ・4R=24.2% （時短=128回）

　●遊タイム＝非搭載 ※上ＡＴ=10個 継続=約81% 　　　　　　<時短>10R=51.6% （時短=128回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり（２０回転）　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<通常>2R=23.7% （時短無＋残保留1回転）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝１個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/5.1 ※電チュー「保留１個」により、残保留抽選は「+１回」

ＪＦＪ Ｐとある魔術の禁書目録 フルST 無 129.7 49.2 ＳＴ中 30 回 　3＆1＆3＆2 初回=100.0% 下 3 300 【ヘソ】    <確変>下3R=100.0% （「ST電ｻﾎﾟ=30回」＋「時短=70回転」）

7,000 Ｌｉｇｈｔ ＪＲＢ　 （ST=30） ＳＴ後 70 回 ＆5＆10＆10 継続=100.0% 上 10 1,000 【電ﾁｭｰ】 <確変>下3R=50.0% （「ST電ｻﾎﾟ=30回」＋「時短=70回転」）

消化後 369 回 ※右入賞口=5個 (ST=30回転)               <確変>上10R=50.0 （「ST電ｻﾎﾟ=30回」＋「時短=70回転」）

時短数 493 回 ※下ＡＴ=10個 <実質>

※上ＡＴ=10個 突入=100.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=68.6%

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

ニューギン Ｐ野生の王国どらむサファリ Ｖ確変ST 無 159.84 18.95 ＳＴ中 20 回 　1＆1＆1＆4 初回=50.0% 4 364 【ヘソ】    <確変>4R=13.0% ・6R=20.0%　・10R=17.0%

2,000 Ｓ－Ｋ１　ＹＴ４７０　 （ST=20） ＳＴ後 50 回 ＆2＆13 継続=100.0% 6 546 　　　　　　　　　　　（全て、「ST=20回」＋時短=50回転）

通常後 70 回 ※ヘソ=1＆1個 <実質> 10 910 　　　　　　<通常>4R=20.0%　・6R=30.0% （全て、時短=70回転）

消化後 470 回 突入=50.0% 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=26.0% ・6R=40.0%　・10R=34.0%

　●通常時「エイトメモリー」 時短数 600 回 継続=75.3% 　　　　　　　　　　　（全て、「ST=20回」＋時短=50回転）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし ※【ヘソ】での大当りは、「特図①」と「特図②」の合算値。

ＰＡ野生の王国どらむサファリ Ｖ確変ST 無 99.90 24.18 ＳＴ中 20 回 　1＆1＆1＆3 初回=50.0% 3 252 【ヘソ】    <確変>3R=15.0% ・5R=30.0%　・10R=5.0%

Ｎ－Ｋ１　ＹＴ２９９　 （ST=20） ＳＴ後 50 回 ＆2＆12 継続=100.0% 5 420 　　　　　　　　　　　（全て、「ST=20回」＋時短=50回転）

通常後 70 回 ※ヘソ=1＆1個 <実質> 10 840 　　　　　　<通常>3R=16.0%　・5R=34.0% （全て、時短=70回転）

消化後 299 回 突入=50.0% 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=30.0% ・5R=60.0%　・10R=10.0%

　●通常時「エイトメモリー」 時短数 70 回 継続=74.0% 　　　　　　　　　　　（全て、「ST=20回」＋時短=50回転）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし ※【ヘソ】での大当りは、「特図①」と「特図②」の合算値。

メーシー Ｐナムココレクション２　ＭＡ 1種2種混合 無 199.8 7.71 1 回 　3＆1＆6 初回=5.0% 下 4 400 【ヘソ】    <時短>下4R=95.0% （時短=1+4回）

150 （１９９ｖｅｒ．）　 6 回 ＆2＆1＆10 継続=100.0% 下 10 1,000 【ヘソ】    <時短>下4R=4.0% ・下10R=1.0% （時短=200+4回）

200 回 ※ヘソ＝3個 <実質> V1+3 310 【電ﾁｭｰ】 <時短>4R=35.0% ・7R=35.0% （時短=6+4回）

消化後 599 回 ※右ＶＡＴ=1個 突入=52.6% V1+6 610 　　　　　　<時短>4R=2.0% ・7R=3.0% ・10R=25.0% （時短=200+4回）

時短数 200 回 ※下ＡＴ=10個 継続=86.0% V1+9 910 【残保留】 <時短>4R=37.0% ・7R=38.0% ・10R=25.0% （時短=200+4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー「残保留4個」により、時短回数は実質「+4回」。

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）約1/8.02

ＰＡナムココレクション２　ＳＡ 1種2種混合 無 99.9 12.71 1 回 　3＆1＆6 初回=5.0% 下 4 320 【ヘソ】    <時短>下4R=90.0% （時短=1+4回）

1,850 （９９ｖｅｒ．）　 6 回 ＆2＆1＆8 継続=100.0% 下 10 800 【ヘソ】    <時短>下4R=9.0% ・下10R=1.0% （時短=200+4回）

200 回 ※ヘソ＝3個 <実質> V1+3 250 【電ﾁｭｰ】 <時短>4R=40.0% ・7R=20.0% （時短=6+4回）

消化後 250 回 ※右ＶＡＴ=1個 突入=40.2% V1+6 490 　　　　　　<時短>4R=2.0% ・7R=3.0% ・10R=35.0% （時短=200+4回）

時短数 200 回 ※下ＡＴ=8個 継続=79.0% V1+9 730 【残保留】 <時短>4R=42.0% ・7R=23.0% ・10R=35.0% （時短=200+4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー「残保留4個」により、時短回数は実質「+4回」。

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）約1/14.56

（※下V1R出玉を含む）
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【ｃ時短回数=20回】



※ 詳細等に、誤り等がある場合、ご指摘メールは、info@tkc-g.jp までご連絡ください。 【2022年　３月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 突入率

（03月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 ＆ 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

6日 平　和 Ｐ新鬼武者　９ＹＵ１ Ｖ確変ST 無 99.9 22.6 0 回 　1＆1＆8 初回=0.0% 2 200 【ヘソ】    <通常>3R=3.0% （時短=10,000回）（※ほぼ次回当り）

1,500 （ST=50） 50 回 ＆1＆1＆10 継続=100.0% 3 300               <通常>3R=97.0% （時短=50回）

ST中潜伏 0 回 ※ヘソ=1個 <実質> 10 1,000 【特図②】 <確変>2R=97.0% （電ｻﾎﾟ無しＳＴ=50回※ST後、通常へ）

9,950 回 突入=41.3% 　　　　　　 <確変>10R=3.0% （ＳＴ電ｻﾎﾟ=50回＋「時短=9,950回転」）

50 回 継続=89.9% （内部高確ＳＴ中） <確変>2R=97.0%　・10R=3.0%

　●遊タイム＝非搭載 10,000 回 　　　　　　　　　　　　　　　（全て、ST=50回＋時短=9,950回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり　●「Ｒ変動」＝あり （内部低確時短中） <確変>10R=3.0% （ST=50回＋時短=9,950回）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし      　　　      　　　   <通常>2R=97.0% （時短=50回）

13日

20日 コナミＡＭ Ｐ戦国コレクション　ブラック フルＳＴ 無 199.8 82.4 ＳＴ中 40 回 　1＆1＆6＆7 初回=100.0% 2 300 【ヘソ】   <確変> 2R=95.0% (ST電ｻﾎﾟ=40回)

1,000 ＬＡ　 （ST=40） 0 回 ＆2＆15 継続=100.0% 10 1,500             <確変> 10R=5.0% (「ST=40回」＋「時短=9,960回」)

150 回 ※ヘソ=1個 (ST=40) 【電ﾁｭｰ】<確変> 10R=93.0% (「ST=40回」＋「時短=150回」)

　●遊タイム＝非搭載 9,960 回 <実質>              <確変> 10R=7.0% (「ST=40回」＋「時短=9,960回」)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり　●「Ｒ変動」＝あり 突入=43.0% ※<「ST=40回」＋「時短=9,960回」>は、「3,000発BONUS」となる。

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし 継続=74.0%

ビスティ Ｐコードギアス 1種2種混合 無 89.9 8.4 1 回 　3＆1＆4 初回=80.0% 直右 4 200 【ヘソ】    <時短>直右6R=73.0% （時短=1回+保留4回）

5,000 反逆のルルーシュ　ｂＡ　 13 回 ＆1＆5＆7 継続=100.0% 直右 6 300 【ヘソ】    <時短>直右4R=5.0% ・直右6R=2.0% （時短=200回+保留4回）

200 回 ※右ＡＴ=5個 <実質> Ｖ1+右3 220 　　　　　　<通常>直右4R=20.0% （時短=0回）

消化後 225 回 ※ＶＡＴ=7個 突入=41.1% Ｖ1+左3 280 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1R+右3R=75.0% ・V1R+左3R=9.0%

時短数 200 回 継続=88.5% Ｖ1+右6 370 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1R+右6R=6.0% ・V1R+左9R=8.0%

Ｖ1+左9 700 　　　　　　　　　　 （全て、時短=13回+保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>V1R+左9R=2.0% （時短=200回+保留4回）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/9.3 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

ｻﾝｾｲR&D ＰＡ激デジ笑ゥせぇるすまん 確変ループ 無 77.74 49.98 40 回 　1＆1＆2 初回=100.0% 4 352 【ヘソ】    <確変>4R=99.2%　・10R=0.8% （全て、電ｻﾎﾟ=40回+α）

2,000 最後の忠告　ＭＰＹ　 転落抽選 1＆11 継続=100.0% 10 880 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=64.8%　・10R=35.2% （電ｻﾎﾟ=40回+α）

※ヘソ=1個 <実質>

消化後 200 回 突入=100.0%

時短数 295 回 継続=62.3%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝内部転落で潜伏状態　●「Ｒ変動」＝あり

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

藤　商事 Ｐどないやねん　ＦＹＣ ＳＴ仕様 無 39.9 39.9 65,565 回 　1＆1＆1＆5＆4 初回=10.0% 下 10 4 320 【ヘソ】    <確変>4R=10.0% （ST電ｻﾎﾟ=65,535回）※実質「次回大当り」

3,000 潜伏確変 0 回 ＆8＆1 継続=83.5% 上 10 4 40 　　　　　　<通常>4R=90.0% （電ｻﾎﾟ=0回）※内部的には潜伏確変。

20 回 ※ヘソ=1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】（特図①）

　●遊タイム＝非搭載 ※電ﾁｭｰ=1&1個 突入=10.0% 　　　　　　<確変>4R=83.5% （ST電ｻﾎﾟ=65,535回）※実質「次回大当り」

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり　●「Ｒ変動」＝あり ※下ＡＴ=8個 継続=90.1% 　　　　　　<通常>4R=16.5% （ST電ｻﾎﾟ=20回）

　　※一応「潜伏確変」仕様だが、特賞確率に変化が無いので、潜伏確変の意味は無い ※上ＡＴ=1個 ※時短中の「（右）特図②」での大当り時は、「時短=180回」となる。

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図①）1/65,536　（特図②）1/1.026

27日

賞　球
アタッカー性能(払出)

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

ＳＴ後

時短中

メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

【遊タイム】

8
【転落抽選確率】

（※「上4Ｒ当り」は、実
質獲得出玉＝０個）

ＳＴ中

通常後

（ST=50回転）

（※V1R「70個」含む）

　＝1/50.02　

10

【遊タイム】

10

ＳＴ中

ＳＴ後

10

特賞後
40+α回


